
パブリック・コメント制度は、

市が計画や条例を策定するときに、市民の皆さんから

広くご意見をお聴きし、一緒に考え、決めていこう

という制度です。（宝塚市市民パブリック・コメント条例）

パブリック・コメント制度は、
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広くご意見をお聴きし、一緒に考え、決めていこう

という制度です。（宝塚市市民パブリック・コメント条例）

リ ッッ
ク コ

制度でパ
ブ

メ ン
ト

市民のみなさん
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かせください。

（お問合せ先）

〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号

宝塚市役所 健康福祉部 福祉推進室 障碍福祉課

Tel 0797-77-2077 Fax 0797-72-8086パブコメ

あなたの声を福祉の世界へ

障碍（がい）の有無にかかわらず、安心して暮
らせる地域社会（共生社会）の実現のために

宝塚市では、

宝塚市第５次障碍者施策長期推進計画 (案)

について、市民のみなさんからのご意見

を募集しています。

がい

がい

募集期間

令和２年（2020年）

12月 1日（火）から

令和３年（2021年）

１月 ５日（火）まで



令和 2 年（2020 年）12 月 1 日 

宝塚市 健康福祉部 福祉推進室 障碍
がい

福祉課    
１ 宝塚市第５次障碍

がい

者施策長期推進計画（案）とは 
宝塚市第５次障碍

がい

者施策長期推進計画（案）とは、障害者基本法第１１条第

３項の規定に基づき、市町村における障碍
がい

者のための施策に関する基本的な

計画として策定します。 

この計画（案）は、国の障害者基本計画、兵庫県の障害者計画を基本として、

障碍
がい

者の自己実現と社会参加の促進のために実施する障碍
がい

者施策を分野別に

示すものです。  
２ 宝塚市第５次障碍

がい

者施策長期推進計画（案）策定の経過 
  この計画（案）の策定にあたり、令和元年（2019 年）９月、市社会福祉審

議会に計画策定に関し諮問し、全体会（市内の公共的団体等の代表者・民生

委員・福祉団体の関係者・知識経験者・関係行政機関の職員・公募による市

民の合計10人の委員、障碍
がい

者団体の関係者等の臨時委員７人で構成）で３回、

小委員会（知識経験者・福祉団体の関係者・公募による市民の合計５人の委

員、障碍
がい

者団体の関係者等の臨時委員７人で構成）で６回の審議が行われま

した。市社会福祉審議会の委員名簿は、素案のとおりです。 

 

３ 宝塚市第５次障碍
がい

者施策長期推進計画（案）のポイント 
① 趣旨・目的・背景 

市は平成２８年に手話への理解促進と普及のため「宝塚市手話言語条

例」と、障碍
がい

を理由とする差別を解消するため「宝塚市障碍
がい

者差別解消

に関する条例」を制定しました。この計画（案）へも条例の内容を反映

させ、また、障碍
がい

のある人もない人も共に自分らしく暮らすことができ

るまちづくりをめざし、障碍
がい

者施策に関する計画として「基本的理念」

「基本目標」「重点項目」「分野別施策」の体系により策定します。  
② 考え方・論点 

この計画（案）の基本的理念に「すべての人が自分らしく暮らせる共生

社会へ」を掲げ、次のような重点項目を設けて取り組みます。 
（１） 相談支援体制の強化 
（２） 権利擁護支援の充実 
（３） 地域生活支援の充実 
（４） 就労と工賃の向上支援 
（５） 乳幼児期からの療育・発達支援 

                 
宝塚市第５次障碍

がい

者施策長期推進計画（案）への意見募集について 



（６） 福祉教育の実現 
（７） 防災の推進と災害時支援の充実 
（８） 社会的孤立にある人への支援  

４ 意見募集の目的 
  宝塚市第５次障碍

がい

者施策長期推進計画（案）策定の趣旨や内容等について、

広く公表し、宝塚市第５次障碍
がい

者施策長期推進計画（案）に市民の皆様から

の意見を反映するため、意見募集を行います。 
  なお、意見募集のため公表する内容は、以下のとおりです。 

① 宝塚市第５次障碍
がい

者施策長期推進計画（案）に対する意見募集 
② 別紙「意見提出用紙」 
③ 宝塚市第５次障碍

がい

者施策長期推進計画（案）の概要 
④ 宝塚市第５次障碍

がい

者施策長期推進計画（案）  
５ 宝塚市第５次障碍

がい

者施策長期推進計画（案）の公表方法について 
  パブリック・コメントの計画書（案）の概要版・本編は、市ホームページ 

及び市の窓口にて公表しています。 

①市ホームページ（http://www.city.takarazuka.hyogo.jp） 

・健康福祉部 福祉推進室 障碍
がい

福祉課のページ 

・トップページから「宝塚市第５次障碍
がい

者施策長期推進計画」で検索するか、

または「検索用 ID：     」を入力し検索することもできます。二次元コー

ド   

②市の窓口 

・市役所障碍
がい

福祉課、市民相談課、各サービスセンター・サービスステー 

ション及び市総合福祉センターで公表しています。 

  
６ 意見の募集期間 
 令和 2 年（2020 年）12 月 1 日（火）から令和 3 年（2021 年）1 月 5 日（火）

まで  
７ 意見の提出方法 

別紙「意見提出用紙」に必要事項を記入し、案に関する意見を記載して提出

してください。なお、別の用紙で提出していただく場合は、別紙「意見提出用

紙」に記載のある項目（氏名、住所、電話番号等）すべてを明記してください。 

意見が複数ある場合は、意見ごとに意見対象箇所（全般もしくは特定部分）

が分かるように記載してください。 



  提出方法は、市役所障碍
がい

福祉課へ持参・郵送・ファクシミリ・電子メール

のいずれかの方法により、募集期間内にご提出ください。ただし、郵送の場

合は、令和 3 年（2021 年）1 月 5 日必着とします。 

（なお、障碍
がい

等により、これらの提出ができない場合は、障碍
がい

福祉課へご相

談ください。）    
８ 提出先・問い合わせ先 
  〒665-8665 （住所記載不要） 

「市役所 健康福祉部 福祉推進室 障碍
がい

福祉課」 

電話番号      ０７９７－７７－２０７７ 

ファクシミリ    ０７９７－７２－８０８６  

電子メールアドレス m-takarazuka0046@city.takarazuka.lg.jp 

市役所所在地    宝塚市東洋町１番１号 

（障碍
がい

福祉課は市役所Ｇ階です。） 

 

９ 意見の公表について 

  氏名、住所、電話番号等の個人情報は、一切公表しません。提出いただい

た意見（パブリック・コメント）については、個人の権利利益を害するおそ

れのある情報等を除き、その全体を取りまとめた上で、意見の採否及び市の

考え方とともに市ホームページで公表するほか、市役所障碍
がい

福祉課（Ｇ階）、

市民相談課、各サービスセンター・サービスステーション及び市総合福祉セ

ンターで配布します。 
なお、提出いただいた意見に対し、個別回答はしませんのでご了承ください。  

１０ 個人情報等の取扱について 

氏名、住所、電話番号等の個人情報は、厳正に保管し、他の目的には一切

使用、提供しません。 
 

 



別紙「意見提出用紙」                （   枚の内、  枚目） 

宝塚市第５次障碍
がい

者施策長期推進計画（案）に対するご意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【意見締切り】令和３年（２０２１年）１月５日（火）必着 

【お問い合わせ・提出先】宝塚市役所健康福祉部福祉推進室障碍
がい

福祉課 （ 障碍
がい

福祉課は、市役所Ｇ階です。） 

〒665-8665 宝塚市東洋町 1-1 

TEL： 0797－77－2077 FAX：  0797－72－8086 

E-ｍａｉｌ： m-takarazuka0046@city.takarazuka.lg.jp 

〇氏名または名称                              

〇住所または所在地                             

※ 住所が市外の場合は、次のうち該当するものにチェックを入れてください。 

□市内在勤 □市内在学 □その他  

〇連絡先(電話番号)           (メールアドレス)               

※ 上記の記述がないものや正確に記載されていない場合は受付できません。  

※ この枠内の情報は公表しません。また、上記の個人情報につきましては、厳正に保管し、他の目的に使用、提供しません。 

【意見】 

※ 該当する項目を選んでください。 

□ 宝塚市第５次障碍
がい

者施策長期推進計画（案）の全般に関すること 

□ 特定の部分に関すること 

        ページの    行目からの部分 

 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

                                        

※用紙が足りない場合は、お手数ですが、コピーしていただきますようお願いします。 

 その場合、２枚目以降は、氏名のみご記入ください。 

 









































３ 委員名簿                              
 ※小委員会は、○印の委員で構成される。 

◎：会長  ☆：会長職務代理者 

 

 

 

区  分 氏  名 所     属 備 考 

市内の公共的団体等

の代表者 

久保田 久男 宝塚市自治会連合会会長  

井上 聖 宝塚市身体障害者（児）団体連絡協議会 会長 ○ 

民生委員 

福住 美壽 宝塚市民生委員・児童委員連合会 会長  

加藤 優子 

(令和元年 11 月 30 日まで) 
宝塚市民生委員・児童委員連合会 副会長  

長岡 惠美 

(令和元年 12 月１日より) 

福祉団体の関係者 福本 芳博 社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会 理事長  

知識経験者 
◎藤井 博志 関西学院大学 人間福祉学部教授 ○ 

☆松岡 克尚 関西学院大学 人間福祉学部教授 ○ 

関係行政機関の職員 野原 秀晃 兵庫県阪神北県民局宝塚健康福祉事務所長  

公募による市民 
井出 雄二  ○ 

齊賀 今日子  ○ 

臨時委員 

浅山 みゆき 

(令和２年３月 31 日まで) 
一般社団法人宝塚市手をつなぐ育成会 会長 ○ 

今北 さゆり 

(令和２年４月１日より) 

川口 圭子 宝塚市肢体不自由児者父母の会 会長 ○ 

伊藤 恵美子 宝塚市難聴言語障害児親の会 会長 ○ 

樋野 暁子 宝塚家族会 会長 ○ 

大谷 喜久 宝塚市障碍
がい

者差別解消支援地域協議会 会長 ○ 

志方 龍 宝塚市手話言語施策推進会議 会長 ○ 

米田 直人 宝塚市保健福祉サービス公社事務局 管理部長 ○ 

素案より抜粋 


